
定 して差 し引いてお くことが,む しろ必要 にな るのではないか。60年 でその あとは

ゼ ロなん だ とい う考 え方 に立てば,そ れ はそれで-一つの計算手法 になる。

稲本 私 はそち らの ほうを,こ の研究会で考えてい る。

梶井 永久 的改良 というのを立 てないで,永 久 と思 われ るやつ も,何 十年かの減

価償却資産 と考 えるということだね。

稲本 そ うだ。

(9)増 価額の法規範

玉井 た しかめてお きた いが,そ もそ も有益費の償還請求 とい うの は,本 人 が投

資 した ものの回収 にな るけれ ども,そ の投資回収 をど うい う中身 と して とらえ るか

は別 に して,完 全 に投資回収が終 わ って しまえば,も はや小作人 は償還請求をす る

必要 もない し,で きないんだ とい う考え方でよいか。

稲本 民法上 は,そ れで よろ しいと思 う。

玉井 そ うい う考え方を とれば,た とえば永久 的改良であって も,投 資回収 が完

全 に終 わ った時点で は,も はや請 求権がな いんだ,そ うい う意味で はそれは無限で

な く,事 業 によって多少違 うか も しれないが,あ る もの は50年,あ るものは60年 か

か るか もしれ ない し,あ るものは非常 に効率がよ くて,30年 で完全 に投資回収が終

わ って しまうとい うことが あって,そ の辺が一 つのメ ドと して決 まるということか。

そ うい うことを抜 きに して,例 え ばこ こで は60年 と書いてあ ったが,60年 が いいの

か,50年 が いいのか とい う問題の判断の基準は,ど う考 えた らよいか ……。

稲本 それは土 地改良法 が,増 価額 と書 いてあ るか らだ。 だか ら60年 とみ なす と

い うことをいわな くち ゃな らない。そ う書 いて なければ,自 分が投下 したものを回

収 で きればよいはずだ。それ を私 は挙証責任の問題 として メモで は述べ た。

玉 井 土地改良法 も民法 の有益費償還請求だか ら,民 法上償還請求権が消 えて い

れ ば,増 価額 は残 っていて も,土 地改良法 の償還請求だ って,も ともと請求権が な

いん だか ら請求はで きない とい う論理 にはな らないのか。
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田代 だか らその場合,投 資 の回収 とい うことが最後 に出て いるけれ ども,そ の

概念を ど ういうふ うに考え るか,そ こをは っきりさせなけれ ば…… 。

玉井 これは非常 に難 しい。

稲本 で も民法で計算 され るべ きある額 があ る。 これは確実 にとれ る。それを土

地改良法 とい う別の法律で,増 価額 とい う ものを基準 に して,民 法の本来の請求額

を決定 しうるという考え方 を とっていいのであれば,玉 井説 になるが,土 地改良法

と民法 との関係で は,や っぱ り土 地改良法 は特別法だか ら,そ こで増価額 とい って

いる以上,そ の増価額の中身を,民 法原則 案を基準にそれ自体 と して解釈 して明 ら

か に しな ければ な らない。

改良法上の増価額 その ものを,私 たちは問題に してい る。ただ,増 価額 を どう算

定す るか とい うことにつ いて いままで や って きたわ けだか ら,民 法的な請求権 がな

くなれば,改 良法上,増 価額 と書 いてあ って も問題に しな くて いい じゃないか とい

う議論にはな らない。私法 と公法 との関係で次元が違 うが,こ の点 に関 してだ けは,

特別法だ と思 う。それ 自体が明 らかに され なければな らないんで,そ のために,民

法原則が どれだけ役 に立 つか立 たないかを議論 しなければいけない。

と ころで増価額 はい くらかとい うときに民法原則上で は,投 下 した もの を回収で

きれ ば,そ れで不公平はな くなるんだ とい う原理 がある。特別法で増価額 とはっき

りいって いて,こ の二つの折 り合 いをつ け るためには,ど こかで 「みな し」的処理

が必要だ 。永久改良 というものは,民 法上 か らい うと これはあ りえない。いつか回

収 され るか ら。 しか し増価額 とい うことにな ると,永 久 に増価 とい うのはあ りうる。

これは土 地改良法固有の現象だ。それ を民法上 の原理 を応用 しなが ら解釈す ると,

ど こかで 「み な し」を行お うとい うこ とにな る。それが60年 というのが,中 江 さん

の ご提案 だ。
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